
－　　－1

論　説

富　田　　　哲

　　　１．序―問題の所在―

　　　２．最高裁平成28年決定のポイント

　　　３．銀行側の事情をめぐって

　　　４．共同相続人側の事情をめぐって

　　　５．おわりに

　１．序―問題の所在―

　本稿は、2017年２月17日、福島県行政書士会福島支部の研修会において、

私が行なった報告を論文の形に再構成したものである。この研修においては先

方からの依頼により、最高裁判所2016（平成28）年12月19日大法廷決定（１）

（以下、「最高裁平成28年決定」または「本件決定」とする。）をとりあげた。

本件決定は、相続財産を構成している普通預金債権、通常貯金債権および定期

貯金債権につき、相続開始時に当然に分割されるものではなく、遺産分割の対

象となりうると判示したが、可分債権は相続によって当然に相続人間に分割さ

遺産分割における可分債権の取扱い
―最高裁の判例変更を機縁として―

（１）　「最高裁平成28年決定」については、最高裁のホームページに掲載されてい

るものを利用した。
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れると解してきた従来の最高裁判例（２）を変更するものであった。それゆえ重

要な判例変更であり、実務に与える影響も大きいと思われる。

　現行民法下においては、共同相続となることが普通である。共同相続の場合

には、遺産分割（３）により相続財産を各相続人に分割帰属させることによって、

一連の相続手続きは終了する。相続をめぐる紛争のなかで、誰がどの財産を取

得するかといった遺産分割の段階が、相続人間において最も激しい争いとなる

ことが多い。ところが民法は遺産分割につき、「遺産の分割は、遺産に属する

物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状

況その他一切の事情を考慮してこれをする。」（民法906条１項）という抽象的

な規定をおいているにすぎない。協議分割または調停分割の場合には、当事者

の合意が前提であるから、結論に納得できないのであれば、当事者は協議また

は調停を不成立にして終わらせることができる。これに対して家庭裁判所は審

判分割を拒むことはできない。しかし民法906条１項に規定する「一切の事情

を考慮して」という文言からは、明瞭かつ一義的な判断基準を提示することが

（２）　最判昭和29年４月８日民集８巻４号819頁。

（３）　遺産分割には、協議による分割（協議分割）、審判による分割（審判分割）、

および調停による分割（調停分割）がある。「協議分割」は、すべての共同相続

人が協議して、合意にもとづいて行う遺産分割である（民法907条１項）。「審

判分割」は、家庭裁判所の審判手続きを通じて行う遺産分割であって、共同相

続人間に協議が調わないとき、または協議をすることができないときに行われ

る（民法907条２項）。審判分割に関する手続きは家事事件手続法別表第二の十

二に規定されている。別表第二は旧家事審判法の乙類審判事項であり、それゆ

え紛争性の強いものである。「調停分割」は、家庭裁判所における調停によって

行なわれる遺産分割である。遺産分割の申立人は家庭裁判所に対して調停分割

または審判分割を選択して申立てをすることができるが、申立人が審判分割を

選択した場合に、家庭裁判所はこれを調停に付することができる（家事事件手

続法274条）。
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困難である。そうであるならば、家庭裁判所としては、当事者に対して説得力

のある審判をするために、いかなる方策が求められるであろうか。

　民法906条１項においては、考慮すべき対象の例示として、遺産に属する権

利の種類および性質が掲げられている。そこで遺産の中に「可分債権」が含ま

れているときに、これを遺産分割の対象とするべきか否かが問題となりうる。

なぜなら、可分債権は相続開始とともに共同相続人に各相続分に応じて分割さ

れると解するならば、遺産分割という手続きは不要となるからである。その場

合には可分債権は遺産分割の対象にはならない。上述した従来の最高裁判例に

おいて、可分債権は審判分割の対象とはならないとされてきた。これに対し

て、最高裁平成28年決定は、相続財産を構成している普通預金債権、通常貯

金債権、定期貯金債権（４）につき、これらの債権も相続開始時に当然に分割さ

れず、遺産分割の対象になりうると述べて、判例を変更したのである。この判

例変更は、とりわけ家庭裁判所における審判実務に大きな影響を与えることに

なろう。なぜなら、審判分割は当事者の合意を必要とする協議分割とか調停分

割とは異なり、国の機関が行う最終的な遺産分割の手段であり、かつ五月雨式

に遺産分割をすることが認められる協議分割等とは異なり、すべての相続財産

を一度に分割することを原則とする一回的な手段であるからである。

　なお、預貯金債権のような分割可能な債権（５）であっても、これを遺産分割

（４）　本件決定では、普通預金、通常貯金、定期貯金が問題となっているが、「預

金」は普通銀行につき、「貯金」はゆうちょ銀行について用いられる用語である。

なお本件においては、普通銀行の定期預金は相続財産に含まれていなかったが、

取扱いとしては、ゆうちょ銀行の定期貯金と同様に解してよいと思われる。

（５）　「分割可能な債権」と「可分債権」とは同一ではない。分割可能な債権で

あっても、これを可分債権と解するか、それとも不可分債権と解するかは、評

価の問題である。本件決定で扱われた普通預金、通常貯金、定期貯金のほかに、

後述する株式とか投資信託などは分割しようと思えば分割できる債権ではある



行政社会論集　第 30 巻　第１号

－　　－4

の対象に含めるべきかについては、次の二つの側面から考察することが求めら

れる。すなわち、第１に、銀行側（６）の事情である。預貯金債権等を遺産分割

の対象とすることによって、債務者である銀行側にいかなる影響が生ずるのか

を検討する必要がある。第２に、共同相続人側の事情である。預貯金債権等を

不可分債権と解し、遺産分割の対象財産を拡大することによって、遺産分割に

どのような影響が生ずるかを検討する必要がある。こうした側面を念頭におき

つつ、最高裁平成28年決定の意義と問題点を考察していくことにしたい。

　２．最高裁平成28年決定のポイント

　普通の判例評釈であれば、当該判決の「事実関係」および「判旨」を記載し

たうえで、「評釈」へと進んでいくが、本稿においては、このような形をとら

ずに、論点に即して最高裁平成28年決定を紹介し、かつコメントを加えてい

くことにしたい。

（１）　事実関係

　抗告人Xは、被相続人Aの弟の子であり、Aの養子である。相手方Yは、Aの

妹でありAと養子縁組をしたB（2002年死亡）の子である。

　Aは2012年３月に死亡した。Aの法定相続人はXおよびYである。Aは第１

審別紙目録記載の不動産（価額258万1995円）のほかに別紙目録記載の預貯

金債権を有していた。XとYとの間では、本件預貯金を遺産分割の対象に含め

が、判例によると、不可分債権として扱われている。

（６）　本稿において、「銀行」とか「銀行側」と記すときは、銀行、ゆうちょ銀行

のほか、信用金庫等、預貯金を取り扱っている金融機関を含めて用いることに

する。



遺産分割における可分債権の取扱い―最高裁の判例変更を機縁として―　（富田　哲）

－　　－5

る合意はなされていなかった。BはAから5500万円の贈与を受けており、これ

はYの特別受益に当たるとされた。

　原審は、本件預貯金は相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割取得し、

相続人全員の同意がない限り遺産分割の対象とはならないとした上で、Xが本

件不動産を取得すべきものとした。

（２）　結　　論

　破棄差戻し。

（３）　理由①―遺産分割の制度の趣旨

　本件決定の多数意見は遺産分割の制度の趣旨として、次のように述べてい

る。

　　　「相続人が数人ある場合、各共同相続人は、相続開始の時から被相続人

の権利義務を承継するが、相続開始とともに共同相続人の共有に属するこ

ととなる相続財産については、相続分に応じた共有関係の解消をする手続

を経ることとなる。そして、この場合の共有が基本的には民法249条以下

に規定する共有と性質を異にするものではないとはいえ、この共有関係を

協議によらずに解消するには、通常の共有物分割訴訟ではなく、遺産全体

の価値を総合的に把握し、各共同相続人の事情を考慮して行うべく特別に

設けられた裁判手続である遺産分割審判によるべきものとされており、ま

た、その手続において基準となる相続分は、特別受益等を考慮して定めら

れる具体的相続分である。このように、遺産分割の仕組みは、被相続人の

権利承継に当たり共同相続人間の実質的公平を図ることを旨とするもので

あることから、一般的には、遺産分割においては被相続人の財産をできる

限り幅広く対象とすることが望ましく、また、遺産分割手続を行う実務上

の観点からは、現金のように、評価についての不確定的要素が少なく、具

体的な遺産分割の方法を定めるに当たっての調整に資する財産を遺産分割
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の対象とすることに対する要請も広く存在することがうかがわれる。」と。

　本件決定によると、遺産分割の制度の趣旨等について、次の点が指摘されて

いる。

　第１に、遺産分割については、通常の共有物分割訴訟とは異なり、家庭裁判

所による審判手続きが設けられており、これにより遺産全体の価値を総合的に

把握し、かつ各相続人の事情を考慮して遺産分割を行なうことができること。

　第２に、遺産分割の手続きにおいて基準となる相続分は、特別受益等を考慮

して定められる「具体的相続分」であること（民法903条ないし904条の２）。

　第３に、遺産分割の仕組みは、被相続人の権利承継に当たり共同相続人間の

実質的公平を図ることであるから、遺産分割においては被相続人の財産をでき

る限り幅広くその対象とすることが望ましく、そのため現金のように、評価に

ついての不確定的要素が少なく、具体的な遺産分割の方法を定めるに当たり調

整に資する財産を遺産分割の対象とすることといった要請も広く存在するこ

と。

　遺産分割の制度の趣旨に関するこうした把握は、遺産分割を円滑に進めるこ

とが要請されている実務からして妥当なものと評価できよう。これをいわば総

論として、次に具体的な問題に進んでいく。

　　　「具体的な遺産分割の方法を定めるに当たっての調整に資する財産であ

るという点においては、本件で問題とされている預貯金が現金に近いもの

として想起される。預貯金契約は、消費寄託の性質を有するものである

が、預貯金契約に基づいて金融機関が処理すべき事務には、預貯金の返還

だけでなく、振込入金の受入れ、各種料金の自動支払、定期預金の自動契

約処理等、委任事務ないし準委任事務の性質を有するものも多く含まれて

いる。そしてこれを前提として、普通預金口座等が賃金や各種年金給付等

の受領のために広く利用され、定期預金等についても総合口座取引におい

て当座貸越の担保とされるなど、預貯金は決済手段としての性格を強めて

きている。また、一般的な預貯金については、預金保険等によって一定額
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の元本及びこれに対応する利息の支払が担保されている上、その払戻手続

は簡易であって、金融機関が預金者に対して預貯金口座の取引経過を開示

すべき義務を負うことなどから預貯金債権の存否及びその額が争われる事

態は多くなく、預貯金債権を細分化してもこれにより価値が低下すること

はないと考えられる。このようなことから、預貯金は、預金者において

も、確実かつ簡易に換価することができるという点で現金との差をそれほ

ど意識させない財産であると受け止められているといえる。

　　　共同相続の場合において、一般の可分債権が相続開始と同時に当然に相

続分に応じて分割されるという理解を前提としながら、遺産分割手続の当

事者の同意を得て預貯金債権を遺産分割の対象とするという運用が実務上

広く行われてきているが、これも、以上のような事情を背景とするもので

あると解される。」と。

　本件決定においては、預貯金契約の内容を次のように捉えている。すなわ

ち、預貯金契約にもとづいて金融機関が処理すべき事務には、預貯金の返還だ

けでなく、振込入金の受入れ、各種料金の自動支払い、定期預金の自動契約処

理等、委任事務ないし準委任事務の性質を有するものも多く含まれていること

を指摘し、これを前提に普通預金口座等が賃金や各種年金給付等の受領のため

に広く利用されているとする。また定期預金等については総合口座取引におい

て当座貸越の担保とされるなど、預貯金は決済手段としての性格を強めてきて

いるという。すなわち、預貯金に関する銀行側の義務は単に預貯金の返済債務

に尽きるものではなく、各種料金の自働支払いのように委任事務の性質をも含

まれていると捉えている。それゆえ、預貯金債権は一般の可分債権とは性質が

異なるというのであるが、この点については、とりわけ銀行側の事情を考慮し

たものといえよう。

　これに対して、預貯金の性質として次の点を強調していることも重要であ

る。預貯金は、預金者においても、確実かつ簡易に換価することができるとい

う点で現金との差をそれほど意識させない財産であると受け止められており、
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共同相続の場合において、一方では、一般の可分債権が相続開始と同時に当然

に相続分に応じて分割されるという理解を前提としながら、他方では、遺産分

割手続きの当事者の同意を得て、預貯金債権を遺産分割の対象とするという運

用が銀行等の実務において広く行われていると述べている。この点について

は、共同相続人側の事情を考慮したもの含んでいるといえよう。

　審判分割においては、相続分に従った遺産分割が行なわれるが、ここでの相

続分は民法900条に規定する抽象的な「法定相続分」ではなく、特別受益等に

よる修正を行なった「具体的相続分」であり（民法903条、904条、904条の

２）、家庭裁判所はこの具体的相続分に拘束されることになる。そのため家庭

裁判所は審判分割を行なうにあたり、最終的に個々の相続人が取得する額を調

整できるような財産がどうしても必要となる。そうした財産のうちで理想的な

ものは「現金」である。そうして本件決定で問題となっている預貯金債権もま

たこの調整機能を果たすことができる財産として捉えられている。なぜなら、

預貯金債権は、第１に細分化しても価値が低下しないこと、第２に確実かつ簡

易に現金化できること、という性質を有しているからである。

（４）　理由②―普通預金債権、通常貯金債権、定期貯金債権の性格

　本件判決は、相続財産を構成している預貯金債権および定額貯金債権の性格

について、詳細な検討を加えている。まず、普通預金債権および通常貯金債権

につき次のように述べている。

　　　「普通預金契約及び通常貯金契約は、一旦契約を締結して口座を開設す

ると、以後預金者がいつでも自由に預入れや払戻しをすることができる継

続的取引契約であり、口座に入金が行われるたびにその額についての消費

寄託契約が成立するが、その結果発生した預貯金債権は、口座の既存の預

貯金債権と合算され、１個の預貯金債権として扱われるものである。ま

た、普通預金及び通常貯金契約は預貯金残高が零になっても存続し、その

後に入金が行われれば入金額相当の預貯金債権が発生する。このように、
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普通預金債権及び通常貯金債権は、いずれも、１個の債権として同一性を

保持しながら、常にその残高が変動し得るものである。そして、この理

は、預金者が死亡した場合においても異ならないというべきである。すな

わち、預金者が死亡することにより、普通預金債権及び通常貯金債権は共

同相続人全員に帰属するところ、その帰属の態様について検討すると、上

記各債権は、口座において管理されており、預貯金契約上の地位を準共有

する共同相続人が全員で預貯金契約を解除しない限り、同一性を保持しな

がらその残高が変動し得るものとして存在し、各共同相続人に確定額の債

権として分割されることはないと解される。そして、相続開始時における

各共同相続人の法定相続分相当額を算定することはできるが、預貯金契約

が終了していない以上、その額は観念的なものにすぎないというべきであ

る。預貯金債権が相続開始時の残高に基づいて当然に相続分に応じて分割

され、その後口座に入金が行われるたびに、各共同相続人に分割されて帰

属した既存の残高に、入金額を相続分に応じて分割した額を合算した預貯

金債権が成立すると解することは、預貯金契約の当事者に繁雑な計算を強

いるものであり、その合理的意思にも反するとすらいえよう。」と。

　本件決定によると、預貯金債権（普通預金債権および通常貯金債権）の性質

として、次の点を指摘している。預貯金債権はいずれも１個の債権として、そ

の同一性を保持しながら、常にその残高が変動し得るという性質を有してお

り、この点については預金者が死亡した場合においても異ならないという。そ

のため相続開始の時点における預金残高にもとづいて当然に相続分に応じて共

同相続人間で分割されることはないと解するのである。もしも預貯金債権を可

分債権として相続により相続人間に当然に分割されると解することになれば、

預貯金契約当事者（とりわけ銀行側）に繁雑な計算を強いることになるという

のが決定的な理由となっている。相続開始前の預貯金債権は、銀行と被相続人

である預貯金債権者との一対一の関係であったものが、相続により自動的に銀

行と複数の預貯金債権者との関係になり、被相続人の死亡後に、形式的には
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残っている被相続人の口座に振り込まれた金員は相続分に応じて各相続人に分

割されると解することは、確かに銀行に対して繁雑な計算を強いるものであ

り、当事者の合理的意思にも反するものであると述べている。この点について

は、とりわけ銀行側の事情を考慮した理由づけといえよう。

　最後に定期貯金については、民営化前の郵便貯金法にまで遡って詳細な検討

を行なっている。

　　　「定期貯金の前身である定期郵便貯金につき、郵便貯金法は、一定の預

入期間を定め、その期間内には払戻しをしない条件で一定の金額を一時に

預入するものと定め、原則として預入期間が経過した後でなければ貯金を

払い戻すことができず、例外的に預入期間内に貯金を払い戻すことができ

る場合には、一部払戻しの取扱いをしないものと定めている。同法が定期

郵便貯金について上記のようにその分割払戻しを制限する趣旨は、定額郵

便貯金や銀行等金融機関で取り扱われている定期預金と同様に、多数の預

金者を対象とした大量の事務処理を迅速かつ画一的に処理する必要上、貯

金の管理を容易にして、定期郵便貯金に係る事務の定型化、簡素化を図る

ことにあるものと解される。

　　　郵政民営化法の施行により、日本郵政公社は解散し、その行っていた銀

行業務は株式会社ゆうちょ銀行に承継された。ゆうちょ銀行は、通常貯

金、定額貯金等のほかに定期貯金を受け入れているところ、その基本的内

容が定期郵便貯金と異なるものであることはうかがわれないから、定期貯

金についても、定期郵便貯金と同様の趣旨で、契約上その分割払戻しが制

限されているものと解される。そして、定期貯金の利率が通常貯金のそれ

よりも高いことは公知の事実であるところ、上記の制限は、預入期間内に

は払戻しをしないという条件と共に定期貯金の利率が高いことの前提と

なっており、単なる特約ではなく定期貯金契約の要素というべきである。

しかるに、定期貯金債権が相続により分割されると解すると、それに応じ

た利子を含めた債権額の計算が必要になる事態を生じかねず、定期貯金に
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係る事務の定型化、簡素化を図るという趣旨に反する。他方、仮に同債権

が相続により分割されると解したとしても、同債権には上記の制限がある

以上、共同相続人は共同して全額の払戻しを求めざるを得ず、単独でこれ

を行使する余地はないのであるから、そのように解する意義は乏しい。」

と。

　本件決定においては、定期貯金について、多数の預金者を対象とした大量の

事務処理を迅速かつ画一的に処理する必要上、貯金の管理を容易にして、定期

郵便貯金に係る事務の定型化、簡素化を図ることにあるというのがその根拠と

されている。それゆえ定期貯金債権も不可分債権として取り扱うこととになる

のである。定期貯金に関するこの理由づけもまた、銀行側の事情を重視したも

のにほかならないといえよう。

　そうして最後に結論として次のようにいう。

　　　「預貯金一般の性格等を踏まえつつ以上のような各種預貯金の内容及び

性質をみると、共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金

債権は、いずれも、相続開始と同時に相続分に応じて分割されることな

く、遺産分割の対象となるものと解するのが相当である。」と。

　なお、本件決定には、岡部喜代子裁判官の補足意見（７）、大家剛彦、小貫芳

（７）　「……可分債権は共同相続により当然に分割されるものの、上記各条に定め

る「被相続人が相続開始の時において有した財産」には含まれると解すべきで

あり、分割された可分債権の額をも含めた遺産総額を基に具体的相続分を算定

し、当然分割による取得額を差し引いて各相続人の最終の取得額を算出すべき

であると考えている。従前は預貯金債権も当然に分割される可分債権に含まれ

ると考えてきた。しかし、最高裁判所が権利の性質を詳細に検討して少しずつ

遺産分割の対象財産に含まれる権利を広げてきたという経緯、預貯金債権も遺

産分割の対象とすることが望ましいとの結論の妥当性、そして上記のとおり理

論的にも可能であるという諸点から多数意見に賛成したいと思う。」と。
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信、山崎敏充、小池裕、木澤克之各裁判官の補足意見（８）、鬼丸かおる裁判官

の補足意見（９）、木内道祥裁判官の補足意見（10）が付されているが、これら補足

意見のなかには、共同相続人側の事情を考慮するものが含まれている。

（８）　「……多数意見によって遺産分割の対象となるものとされた預貯金債権は、

遺産分割までの間、共同相続人全員が共同して行使しなければならないことと

なる。そうなると、例えば、共同相続人において被相続人が負っていた債務の

弁済をする必要がある。あるいは、被相続人から扶養を受けていた共同相続人

の当面の生活費を支出する必要があるなどの事情により被相続人が有していた

預貯金を遺産分割前に払い戻す必要があるにもかかわらず、共同相続人全員の

同意を得ることができない場合に不都合が生ずるのではないかが問題となり得

る。」と。

（９）　「……上記各債権は、口座において管理されており、預貯金契約上の地位を

準共有する共同相続人が全員で預貯金契約を解約しない限り、同一性を保持し

ながら常にその残高が変動し得るものとして存在するものであるから、相続開

始後に被相続人名義の預貯金口座に入金が行われた場合、上記契約の性質上、

共同相続人は、入金額が合算された１個の預貯金債権を準共有することになる

ものと解される。そうすると、被相続人名義の預貯金債権について、相続開始

時の残高相当額部分は遺産分割の対象となるがその余の部分は遺産分割の対象

とならないと解することはできず、その全体が遺産分割の対象となるものと解

するのが相当である。以上のように解すると、①相続開始後に相続財産から生

じた果実、②相続開始時に相続財産に属していた個々の財産が相続開始後に処

分等により相続財産から逸出し、その対価等として共同相続人が取得したいわ

ゆる代償財産（例えば、建物の消失による保険金、土地の売買代金等）、③相続

開始と同時に当然に分割された可分債権の弁済金等が被相続人名義の預貯金口

座に入金された場合も、これらの入金額が合算された預貯金債権が遺産分割の

対象となる。」と。

（10）　「……預貯金債権は、その額面額をもって価額と評価することができること

からしても、共同相続人全員の合意の有無にかかわらず遺産分割の対象となる

ものと考えるものである。」と。
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　本件決定における多数意見がとりわけ銀行側の事情を中心にして構成されて

いるのに対して、大橋正春裁判官の意見（11）においては、遺産分割する共同相

（11）　「問題は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割される可分債権を遺

産分割において一切考慮しないという現在の実務（以下「分割対象除外説」と

いう。）にあるといえる。これに対して、私は、可分債権を含めた相続開始時の

全遺産を基礎として各自の具体的相続分を算定し、これから当然に分割されて

各自が取得した可分債権の額を控除した額に応じてその余の遺産を分割し、過

不足は代償金で調整するという見解（以下「分割時考慮説」という。）を採用す

べきものと考える。遺産分割とは、相続開始時において被相続人の財産に属し

た一切の権利義務を具体的相続分に応じて共同相続人に分配することであると

いえる。これに対して、分割対象除外説は、遺産を構成する個々の相続財産の

共有関係を解消する手続が遺産分割であると捉え、かつ、可分債権について共

有関係が生じないと解して、可分債権は遺産分割の対象にならないものとする。

しかし、個々の相続財産の共有関係を解消する手続は、遺産全体を具体的相続

分に応じて共同相続人に分配するという遺産分割を実現するための手続にすぎ

ないのであるから、この意味における遺産分割の適切な実現を阻害する分割対

象除外説を採用することはできず、分割時考慮説が正当なものと考えられる。

分割対象除外説によれば、遺産分割時に預貯金が残存している場合には、具体

的相続分に応じた分配をすることができるのに対し、共同相続人の１人が被相

続人の生前に無断で預貯金を払い戻した場合には、被相続人が取得した損害賠

償請求権又は不当利得返還請求権について具体的相続分に応じた分配をするこ

とができない。これに対して、分割時考慮説によれば、後者の場合においても

具体的相続分に応じた分配をすることができ、結果の衡平性という点において

より優れている。また、遺言をしない被相続人の中には法律の規定に従って遺

産分割が行なわれることを期待した者がいると考えられるところ、法律の専門

家でない一般の被相続人としては、遺産を構成する債権が可分債権であるか否

かによって結果は異ならないと期待していたと考えるのが自然である。従って

分割対象除外説は被相続人の期待に反する結果を生じさせるものということが

できる。」と。
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続人側の事情を中心とした意見が付されており、この点につき重要な指摘を含

んでいる。すなわち多数意見は、その総論においては、遺産分割の対象となる

財産の範囲を拡大し、遺産分割を円滑に行うことも念頭においており、この点

では共同相続人間の事情も考慮しているが、どちらかといえば銀行側の事情を

重視しており、預貯金債権を可分債権と解するならば、銀行側の事務量が増大

することを懸念している。これに対して、大橋裁判官の意見においては、「分

割時考慮説」の立場から、遺産分割を円滑に行い、ひいては共同相続人間にお

ける平等の確保という点を重視していることが注目に値する。いうまでもなく

大橋裁判官は「意見」を述べているのであって、「反対意見」を述べているも

のではない。すなわち、本件決定の結論には賛成している。

　本稿においては、以下で、銀行側の事情および共同相続人間の事情とに分け

て検討し、この判決の問題点をとりあげることにしたい。

　３．銀行側の事情をめぐって

（１）　可分債権は相続により当然に分割される

　従来の最高裁判例によると、金銭債権等の可分債権については、相続により

当然に分割され、遺産分割の対象とはならないと解されてきた。すなわち、

　　　「相続人が数人ある場合において、その相続財産中に金銭その他の可分

債権があるときは、その債権は法律上当然分割され各共同相続人がその相

続分に応じて権利を承継するものと解するのを相当とする……。」（12）と。

　これ以前の大審院の判例においても、可分債権については、当然に分割され

るという判断がなされていた（13）。

（12）　前掲、最判昭和29年４月８日民集８巻４号819頁。

（13）　大判大正９年12月22日民録26輯2062頁。大判昭和14年５月３日法律新聞
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（２）　可分債務も相続により当然に分割される

　連帯債務の共同相続についても、法律上当然に分割されるというのが、最高

裁判例の立場である。すなわち、

　　　「連帯債務は、数人の債務者が同一内容の給付につき各独立に全部の給

付をなすべき債務を負担しているのであり、各債務は債権の確保及び満足

という共同の目的を達する手段として相互に関連結合しているが、なお、

可分なること通常の金銭債務と同様である。ところで、債務者が死亡し、

相続人が数人ある場合に、被相続人のその他の可分債務は、法律上当然分

割され、各共同相続人がその相続分に応じてこれを承継するものと解すべ

きであるから、連帯債務者の一人が死亡した場合においても、その相続人

らは、被相続人の債務の分割されたものを承継し、各自その承継した範囲

において、本来の債務者とともに連帯債務者となると解するのが相当であ

る。」（14）と。

　債務の相続の場合には、相続人の協議により任意に遺産分割することを認め

るならば、共同相続人のうち無資力の者に債務を集中させて、その結果、債権

者を害するおそれがある。それゆえ、こうした危険を回避するために、相続分

に応じて当然に分割されるとすることには合理性がある。しかし場合によって

は、共同相続人に不可分債務として帰属するとか、共同相続人の連帯債務とな

ると構成することもありうるし、協議による遺産分割を債権者が承認すること

もありうると思われる。

4409号16頁も同旨とされている。なお、この大審院大正９年判決は、相続人に

よる生命保険金請求は、共同相続人全員の必要的共同訴訟であるとの上告理由

に対して、分割債権説にたってこれを否定した事例であった。

（14）　最判昭和34年６月19日民集13巻６号757頁。
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（３）　相続後に可分債権となった場合

　可分債権を原則とする法理は、相続後に可分債権となったケースについても

適用され、最高裁判例ではこれも当然に分割されるとしている。すなわち、不

動産の相続であっても、全員の合意で遺産分割前に遺産中の特定不動産を第三

者に売却したというケースにおける売買代金につき、代金支払請求権に変わる

と、やはり分割されると解している。それゆえ、各共同相続人は第三者に対し

持分に応じた代金債権を取得し、これを個々に請求することができるとす

る（15）。その売却代金は、特別の事情がない限り、相続財産に加えられず、共

同相続人が各持分に応じて個々にこれを分割取得すべきものであるとする判例

もある（16）。

　このように一見すると、大審院および最高裁の判例を通じて、多数当事者間

の債権・債務については、可分債権・債務とする原則（民法427条）を強く維

持して、相続の開始をもって可分債権または可分債務は法律上当然に共同相続

人間で分割され、それゆえ遺産分割の対象にはなりえないとする原則で貫かれ

ているように思われる。

（４）　可分債権か否かにつき争いがあるケース

　可分債権は相続により当然に共同相続人の間で分割されるとする結論が、最

高裁判例であるとしても、次に、いかなる債権が「可分債権」に該当するの

か、すなわち、可分債権と取り扱われるべき債権はいかなる範囲の債権なのか

が問題となりうる。たとえば、売買代金1000万円の支払いといった売買代金

債権であれば典型的な可分債権であり、車１台の引渡しといった目的物引渡債

（15）　最判昭和52年９月19日判例時報868号29頁。

（16）　最判昭和54年２月22日判例タイムズ395号56頁。
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権であれば典型的な不可分債権である。しかし現在では、様々な種類の債権が

存在しているのであって、可分債権と解するべきか、それとも不可分債権と解

するべきかといった、グレーゾーンに位置する債権が多数存在する。ここでは

最高裁の判例に登場した事例を中心に、いかなる債権が可分債権として解され

ているのか、その範囲について検討していくことにしたい。

　１）定額郵便貯金債権

　定額郵便貯金債権について、最高裁はこれを不可分債権と解している。すな

わち、

　　　「定額郵便貯金債権が相続により分割されると解すると、それに応じた

利子を含めた債権額の計算が必要になる事態を生じかねず、定額郵便貯金

に係る事務の定型化、簡素化を図るという趣旨に反する。他方、同債権が

相続により分割されると解したとしても、同債権には上記条件（17）が付さ

れている以上、共同相続人は共同して全額の払戻しを求めざるを得ず、単

独でこれを行使する余地はないのであるから、そのように解する意義は乏

しい。これらの点にかんがみれば、郵便貯金法は同債権の分割を許容する

ものではなく、同債権は、その預金者が死亡したからといって、相続開始

と同時に当然に相続分に応じて分割されることはないものというべきであ

る。そうであれば、同債権の最終的な帰属は、遺産分割の手続において決

せられるべきことになるのであるから、遺産分割の前提問題として、民事

訴訟の手続において、同債権が遺産に属するか否かを決する必要性も認め

られるというべきである。」（18）と。

　以上のように、定額郵便貯金債権については、これを不可分債権とする判例

（17）　一定の据置期間を定め、分割払戻しをしないという条件。

（18）　最判平成22年10月８日民集64巻７号1719頁（判例時報2098号51頁）。
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が出されたのであるが、その後も、通常の預貯金債権については、最高裁昭和

29年判決に従い、可分債権として分割されることになるといわれてきた。し

かし後述のように、銀行実務においては、相続人全員の共同で払戻請求をさせ

ている。なお、銀行預金債権につきこれを不可分債権と解することが「事実た

る慣習」であるとする高裁レベルの判例もある（19）。

　２）株　　式

　株式には自益権および共益権が含まれていることから、その不可分性が指摘

されてきたが、最高裁もまた株式を不可分債権であると判示している。すなわ

ち、

　　　「株式は、株主たる資格において会社に対して有する法律上の地位を意

味し、株主は、株主たる地位に基づいて、剰余金の配当を受ける権利（会

社法105条１項１号）、残余財産の分配を受ける権利（同項２号）などの

いわゆる自益権と、株主総会における議決権（同項３号）などのいわゆる

共益権とを有するのであって、このような株式に含まれる権利の内容及び

性質に照らせば、共同相続された株式は、相続開始と同時に当然に相続分

に応じて分割されるものではないというべきである。」（20）と。

　株式については、下級審においても、不可分債権と判示するケースが見られ

た。たとえば、株式は可分給付を目的とする債権とは解し難いから……共同相

続財産たる株式は相続人全員に共同的に帰属し、各相続人はこれにつき相続分

に応じた持分を取得するにすぎないとした事例があり（21）、これの控訴審にお

いても、1000株を妻と子二人が相続した場合を典型例として、「複数の株式を

（19）　名古屋高判昭和53年２月27日判例タイムズ364号257頁。

（20）　最判平成26年２月25日民集68巻２号173頁。

（21）　東京地判昭和45年11月19日下民集21巻11=12号1447頁。
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分割するとしても、一個あるいは数個の株式を共同所有するという関係は、換

価しない限り依然として残存することを認めざるを得ない……から、金銭債権

とは異なり数量的にも常に可分であるとはいえず、可分性を有する財産権とみ

ることはできない」（22）としている。

　以上のように、株式については、株主総会における議決権のような共益権を

含んでいることから、不可分債権として取り扱うことが妥当であるとされたと

いえよう。

　３）投資信託

　次に、可分債権か否かをめぐって問題となったものとして。投資信託（23）が

ある。このうち委託者指図型投資信託については、「投資信託及び投資法人に

関する法律」３条以下に規定されている。これにもとづく委託者の受益権を相

続したときに、可分債権とするか不可分債権とするかにつき下級審判例は分か

れていた。一方では、可分債権と判示するものがあり（24）、他方では、不可分

債権と解する判例もあった（25）。

（22）　東京高判昭和48年９月17日高民集26巻３号288頁。

（23）　最も一般的な投資信託は「MRF（Money Reserve Fund）」である。MRF

は、投資家が証券会社に証券口座を開設し、この口座に入金すると、自動的に

MRFに投資される。安全性・安定性は高い。申込手数料・解約手数料はない。

いつでも１円単位で金の出し入れ可能とされている。利回りは変動性である。

普通預金に比べて利率が高い。次に、「MMF（Money Management Fund）」

は、30日以内に解約すると、手数料（約0.1％）がかかる。利率はMRFよりも

高い。「外貨MMF」は為替変動による利益が非課税となるというメリットがあ

る。

（24）　大阪地判平成18年７月21日金融法務事情1792号58頁。

（25）　熊本地判平成21年７月28日金融法務事情1903号97頁、これの控訴審とし

て、福岡高判平成22年２月17日金融法務事情1903号89頁。



行政社会論集　第 30 巻　第１号

－　　－20

　そうして、最高裁は平成26年２月25日判決において、共同相続された委託

者指図型投資信託の受益権につき、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分

割されることはない旨を判示したのである。さらにこの判決においては、外国

投資信託の受益権についても、相続開始と同時に相続分に応じて当然に分割さ

れるものではないことを認めた。すなわち、

　　　委託者指図型投資信託については、「……投資信託受益権は、委託者指

図型投資信託（投資信託及び投資法人に関する法律２条１項）に係る信託

契約に係る信託契約に基づく受益権であるところ、この投資信託受益権

は、口数を単位とするものであって、その内容として、法令上、償還金請

求権及び収益分配請求権（同法６条３項）という金銭支払請求権のほか、

信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は謄写の請求権（同法15条２項）等

の委託者に対する監督的機能を有する権利が規定されており、可分給付を

目的とする権利でないものが含まれている。このような上記投資審託受益

権は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはないもの

というべきである。」

　　　外国投資信託については、「……投資信託受益権は、外国投資信託に係

る信託契約に基づく受益権であるところ、外国投資信託は、外国において

外国の法令に基づいて設定された信託で、投資信託に類するものであり

（投資信託及び投資法人に関する法律２条22項）、上記投資信託受益権の

内容は、必ずしも明らかでない。しかし、外国投資信託が同法に基づき設

定される投資信託に関するものであることからすれば、上記投資信託受益

権についても、委託者指図型投資信託に係る信託契約に基づく受益権と同

様、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはないものと

する余地が十分にあるというべきである。」（26）と。

（26）　前掲、最判平成26年２月25日民集68巻２号173頁。
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　以上のように、投資信託については、委託者指図型信託も外国投資信託も、

その投資信託受益権は不可分債権とする判断が出されたのである。

　４）個人向け国債

　個人向け国債（27）についても、最高裁はこれを不可分債権と解している。す

なわち、

　　　「（当該）国債は、個人向け国債の発行等に関する省令２条に規定する個

人向け国債であるところ、個人向け国債の額面金額の最低額は１万円とさ

れ、その権利の帰属を定めることになる社債、株式等の振替に関する法律

の規定による振替口座簿の記載又は記録は、上記最低額の整数倍の金額に

よるものとされており（同令３条）、取扱機関の買取りにより行われる個

人向け国債の中途換金（同令６条）も、上記金額を基準として行われるも

のと解される。そうすると、個人向け国債は、法令上、一定額をもって権

利の単位が定められ、１単位未満での権利行使が予定されていないものと

いうべきであり、このような個人向け国債の内容及び性質に照らせば、共

同相続された個人向け国債は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分

割されることはないものというべきである。」（28）と。

　以上のように、個人向け国債については、１円未満という端数処理との関係

で、不可分債権とすることが、その理由となっているといえよう。なお、下級

審判例においても、個人向け国債につき、これを不可分債権と解するものがあ

る（29）。

（27）　「個人向け国債」とは、日本国が発行する債券を個人投資家に買いやすくし

たものとされている。リスクは低い。１万円から投資が可能である。満期は３

年（固定金利）、５年（固定金利）、10年金利（変動金利）がある。

（28）　前掲、最判平成26年２月25日民集68巻２号173頁。

（29）　福岡地判平成23年６月10日金融法務事情1934号120頁。
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　５）そ の 他

　解除による損害賠償支払義務を共同相続したという事案につき、分割前の遺

産共有は共同相続人が相続財産全体の上に各自の持分に応じて権利義務をもつ

合有であり、各共同相続人は全部につき合同して支払の責に任ずべきものとし

た。これは債務の相続のケースであるが、相続財産の性質につき「合有」であ

ることを明示した点に特色がある（30）。なお、賃貸人の地位を承継した共同相

続人の賃料債権を「不可分債権」と解したケースもある（31）。

（５）　銀行実務における取扱い

　銀行実務においては、普通預金も定期預金も可分債権（銀行の側からすると

債務である。）として取り扱っていない。銀行が預貯金債権者である被相続人

が死亡した事実を知ると（32）、預金口座を、カードを含めて封鎖する措置をと

る。相続人の一人が預金通帳および印鑑を持参しても払戻しに応じない。葬儀

費用等緊急を要するという事情を説明しても、銀行はこれに応じることはな

い。

　相続人が預貯金を引き出す場合には、次の書面を銀行に提出する必要があ

る。第１に、銀行は、当該銀行が定める様式に従った遺産分割協議書（この銀

行の預貯金を共同相続人の間でどのように分割するかを記載したもの）の提出

を求める。これには必ず「実印」を用いなければならず、印鑑証明書を添付し

なければならない。第２に、銀行は、被相続人および共同相続人全員の戸籍謄

（30）　大阪高判昭和32年７月12日下民集８巻７号1256頁。

（31）　東京地判昭和45年７月16日下民集21巻７号1062頁および東京地判昭和47

年12月22日判例時報708号59頁など。

（32）　銀行は新聞の死亡記事、おくやみ情報などをチェックし、これにより知る

ことが多いといわれている。
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本の提出を求める。とりわけ被相続人の戸籍謄本は出生から死亡まで連続して

いるものが要求される。現在のような流動性の高い社会において、転勤のたび

ごとに本籍地を移していた場合には、膨大な量の戸籍謄本を取り寄せることが

必要となる。

　このような銀行実務は最高裁昭和29年判決を無視したものである。相続人

の一人が銀行の窓口で、最高裁判例を指摘し、最高裁はこれを可分債権として

取り扱っていると説明しても、銀行は馬の耳に念仏である。それゆえ、定期預

金債権のみならず、いつでも任意の額を引き下すことのできる普通預金債権・

通常貯金債権であっても、カードによる取扱いをも含めて、銀行およびゆう

ちょ銀行は不可分債権として取り扱っているというのが実態である。

（６）　銀行側の事情に関する若干の考察

　これまでは一般的に、最高裁昭和29年判決に依拠して、相続により可分債

権は当然に相続人間に分割されると解されてきた。一見すると、そうした考え

が妥当しているように見えるが、実際には、分割しようと思えば分割できる債

権（分割可能な債権）であっても、判例においては、これを可分債権とは捉え

ずに、不可分債権として遺産分割の対象に加えるケースが多かったことを知り

うる。上述のように、「定額郵便貯金債権」「株式」「投資信託」「個人向け国

債」などを不可分債権と解して、遺産分割の対象に含めてきたのである。

　それゆえ、最高裁判例の流れは、可分債権の範囲を限定することによって、

徐々に遺産分割の対象となる財産を拡大させてきたということができる。そう

して本件決定は、可分債権の範囲を限定的に解釈してきた一連の最高裁判決の

延長線上にある。すなわち本件決定においては、「普通預金債権」「通常預金債

権」「定期貯金債権」を不可分債権と解して、遺産分割の対象を拡大したので

ある。これらの債権は分割可能な債権ということもできるが、それをあえて不

可分債権の一つとして位置づけたのである。そうしてこうした判例の流れは、

遺産分割を円滑にできるといった共同相続人側の利益にも貢献するものであっ
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たといえよう。

　４．共同相続人側の事情をめぐって

（１）　設例を通しての考察

　ここでは具体的な事例として、学生等に説明するための設例（いわゆる学校

事例（Schulbeispiel））を利用して、以下の点を考えてみることにしたい。遺

産分割には協議分割と審判分割とがあるが（調停分割は協議分割の一種である

から、独立してとりあげることはしない。）、以下の設例において、協議分割の

場合には、どのような解決を導くことになるか、また審判分割の場合には、平

成28年決定に即して考えると、どのような結論になるかを検討していく。な

お、遺産分割の基準は「具体的相続分」であるが、ここでは特別受益等はない

事例にして、「法定相続分」にもとづいて考えていくことにしたい。

【設例】

　［前段］　被相続人（甲）には、妻（乙）、子（丙）、子（丁）という

三人の相続人がいた。甲の相続財産は、銀行預金9000万円、不動産

（土地・家屋）3000万円であった。甲の死亡時に、この土地・家屋に甲

と乙とが居住していた。乙は今後もこの家に住むことを欲している。

どのような遺産分割をすることが望ましいか。

　［後段］　上記の場合において、銀行預金が1000万円しかない場合は

どうなるか。

（２）　協議分割の場合

　協議分割の場合には、共同相続人全員の合意の下に行われるのであるから、

通常、銀行預金債権等も遺産分割の対象として行うことが多いとされている。

前段の場合であれば、銀行預金9000万円と不動産3000万円との合計１億
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2000万円が遺産分割の対象となる財産である。法定相続分は、乙＝２分の１、

丙＝４分の１、丁＝４分の１であるから、乙が不動産を取得したうえで、それ

ぞれの法定相続分に従う形で遺産分割を行なうことになる。それゆえ、遺産分

割の方法として、乙がこの不動産を取得することを丙・丁が同意するときは、

乙は3000万円の不動産と3000万円の預金を取得し、乙の純取り分は6000万

円、丙は3000万円の預金、丁は3000万円の預金という遺産分割が行なわれる

ことになる。

　協議分割の場合には、個々人の法定相続分に固執せず、共同相続人の合意に

より各自の相続分を変更することが認められている。それゆえ、相続人の一人

に相続財産を集中させて、実質的に遺産分割が相続放棄と同一の機能を果たし

ているとことは周知の事実である。それゆえ後段の場合のように、預金額が

1000万円であったときは、乙・丙・丁が合意すれば、乙が3000万円の不動産

を取得し、丙と丁とがそれぞれ500万円ずつ預金を取得することでも差し支え

ないとされている。

　しかしこうした協議分割をめぐって紛争化することがある。とりわけ後段の

ケースについては切実な争いとなる可能性がある。

　第１に、乙が丙・丁の実母であれば、乙が引続きこの家屋に居住することを

丙・丁が認めることも当然ありえよう。そうして次に乙が死亡したときは、

丙・丁が乙の相続人となるので、あえて乙の不動産取得に反対することはしな

いことが多いと思われる。これに対して、乙が後妻であって、乙と丙・丁とは

継親子関係にあるときには、丙・丁は乙の相続人とならないので、丙・丁とし

ては法定相続分に従った遺産分割を強く主張することになる。それゆえ、この

場合には、不動産を売却し、現金に換価しなければ遺産分割ができない可能性

が出てくる。そうすると、乙がこの家屋に住み続けることはできなくなってし

まう。

　第２に、たとえば丙が知的障害者であり、そのため成年後見人が付されてい

る状況にある場合において、たとえ乙が丙・丁の実母であっても、とりわけ丙
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の後見人が第三者たる専門職後見人であるときは、その職務として法定相続分

に依拠しない遺産分割に同意しないであろう（33）。それゆえ協議分割は成立し

ない可能性が大きくなる。

　これらの場合には、家庭裁判所の審判分割に持ち込んで解決するほかに方法

はない。

（３）　審判分割の場合

　審判分割の場合には、最高裁昭和29年判決に即して、可分債権は遺産分割

の対象とはならないとする取扱いが行なわれてきた。なぜなら、可分債権は相

続開始により当然に分割され、可分債権は各相続人の相続分に応じて帰属して

おり、遺産分割の必要がないからである。上記設例の前段であれば、銀行預金

9000万円は相続によって当然に分割され、乙に4500万円、丙に2250万円、

丁に2250万円という形で分割帰属する。それゆえ、審判分割における遺産分

割の対象は3000万円の不動産のみということになる。この場合において、乙

が不動産を取得することを丙・丁が同意しているときには、代償分割という方

法が用いられる。これによると、乙が価額3000万円の不動産を取得すると、

銀行預金と合わせて7500万円となるので、法定相続分6000万円を超える部分

について、乙が丙・丁に対して代償として、金銭で750万円ずつを支払うこと

になる。この結果、乙は3000万円の不動産を取得したうえで、取得した預金

（33）　成年後見人が付されていない場合には、相続人の一人に知的障害者とか精

神障害者が含まれていても、そのまま遺産分割手続きが進められる可能性が高

い。しかし丙・丁が乙の子であるときは、将来、丙・丁はともに乙の相続人と

なるのであるから、長期的スパンで考えると、丙にとっての不利益はないとい

えよう。丙・丁の立場からすると、父である甲の相続についても、母である乙

の相続についても、厳格な遺産分割が求められるならば、とりわけ後段のケー

スについて問題が残るといえよう。
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4500万円から丙・丁にそれぞれ750万円を支払うと純取り分は6000万円とな

る。また丙・丁は乙から750万円を受け取ることになるが、相続により預金

2250万円を取得しているので、合わせると丙・丁の純取り分は3000万円とな

り、最終的な乙・丙・丁の取得額は協議分割の結論と一致する。

　これに対して、後段の場合には、最高裁昭和29年判決に従うと、預金債権

については当然に分割され、乙が500万円、丙・丁がそれぞれ250万円取得す

ることになり、ここでも遺産分割の対象は3000万円の不動産のみということ

になる。乙が3000万円の不動産を取得すると、丙・丁は預金債権250万をそ

れぞれ取得するほか、せいぜい乙が取得した預金債権500万円から代償として

250万円ずつ取得するのみである。預金が9000万円あれば、乙は取得した預

金債権のなかから、丙・丁への代償金を捻出することができるが、預金が

1000万円しかないときは、乙は500万円しか取得していないので、代償金に

は不足する。乙に代償金を支払うだけの十分な資力があるときは別として、こ

れがないときは、この方法をとることができない。そうすると最終的には、こ

の不動産を処分・換価して代金を遺産分割するほかないので、乙がこの不動産

に継続して居住したいという希望は適えられないことになる。

（４）　最高裁平成28年決定に依拠した場合

　最高裁平成28年決定に即して遺産分割をするときには、上記の設例につい

てはどのような結論になるであろうか。前段の場合であれば、9000万円の預

金債権も遺産分割の対象に含まれることになるので、協議分割の場合と同じ結

論となるであろう。そうであるならば預金債権も遺産分割の対象にすることが

望ましく、なぜ可分債権を遺産分割の対象から排除するのか、その理由が問わ

れなければならないであろう（34）。

（34）　可分債務については、債権者の意思を無視して分割の対象とするならば、
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　これに対して後段の場合においては、預金が1000万円しかないので、これ

を相続財産に繰り入れても、相続財産は法定相続分に従った遺産分割が困難で

ある。すなわち、相続財産の総額は4000万円であり、法定相続分は乙＝２分

の１、丙＝４分の１、丁＝４分の１であるから、法定相続分に拘束される審判

分割においては、乙に3000万円の不動産を取得させることはできない（35）。結

局はこの不動産を処分し、換価して分割するしかないことになる。

（５）　共同相続人側の事情に関する補足

　このように一般的には遺産分割の対象を拡大することが望ましく、分割可能

な債権であっても、これを遺産分割に対象として含めるほうが、円滑な審判分

割を行うことができるといえよう。しかし可分債権を遺産分割の対象とするべ

きか否かにつき、これまで学説はあまり詳細な検討をしてこなかったように思

われる。可分債権の遺産分割につき、松原正明氏は学説・判例を次のように分

類しているので、これを補足としてとりあげることにしたい（36）。

債権者の利益を害することがありうる。それに対して、可分債権については、

債権が細切れとなり、弁済に手間隙がかかることはあるが、実質的に債務者を

害することはないといえる。それゆえ、これまでは、株式、信託投資、個人向

け国債等、個別的に考察し、その対象の範囲を広げてきたが、前段の場合のよ

うなケースであれば、可分債権をすべて遺産分割の対象とすることでとくに問

題は生じないと思われる。

（35）　乙が不動産を取得し、丙・丁が銀行預金を取得し、この場合において代償

分割を認めるとしても、乙は丙・丁にそれぞれ代償金として500万円ずつを支

払うことが必要になるのであるから、乙はそのための財源を有していなければ

ならない。

（36）　松原正明「遺産分割の対象となる財産の範囲と限界」川井健・利谷信義・

三木妙子・久貴忠彦・野田愛子・泉久雄編『講座 現代家族法第５巻 遺産分割』

（日本評論社・1992年）64頁以下。



遺産分割における可分債権の取扱い―最高裁の判例変更を機縁として―　（富田　哲）

－　　－29

　松原氏は、①分割債権説、②非分割債権説、③折衷説とに分類する。第１

に、「分割債権説」は可分債権は相続開始とともに当然に分割され、各相続人

に法定相続分に応じて帰属するとする説である。分割債権説によれば、可分債

権は遺産分割の対象に含まれない。第２に「非分割債権説」は可分債権といえ

ども、遺産分割がなされるまでは、各相続人に分割帰属するものではないとす

る説である（37）。非分割債権説によれば、可分債権は常に遺産分割の対象とな

る。第３に「折衷説」は、分割債権説を前提としたうえ、可分債権が遺産分割

の対象となる場合を認めるとする説である。共同相続人に遺産を総合的・合目

的的に配分するという遺産分割制度の趣旨に合致させることを目的としてい

る。

　折衷説の中にも、一方には、可分債権につき、対外関係と対内関係を分け、

債権者等との対外関係においては、分割債権説のように解さざるをえないとし

ても、共同相続人間の内部関係においては、遺産分割の対象とするべきである

とする立場がある。他方には、場合によっては遺産分割の対象にすることを認

める立場があり、たとえば、分割債権説に従い、可分債権は相続開始と同時に

法定相続分に応じて帰属することを認めたうえ、「遺産分割の際あらためて右

債権（郵便貯金債権）を相続人に分配し直し、これと睨み合せて遺産分割によ

る各相続人の取得分を定めることは、……むしろ当事者双方の利益となり、適

切な方法であると考える。」（38）とか、「預金債権を分割の対象とすることにつき

当事者間に異議がなく、しかも預金債権の一部は遺産の代償物であり、これを

含めることによってのみ遺産全体の総合的配分の衡平を図り、もって当事者間

の紛争を終わらせることが可能になると考えられるので、預金債権を遺産分割

（37）　この考えは本件決定の大西裁判官の意見に近いものと思われる。

（38）　神戸家尼崎支審昭和47年12月28日家裁月報25巻８号65頁。
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の対象となしうるものと判断する。」（39）、「共同相続人の間で、これ（銀行預金

等の金銭債権）を遺産分割の対象とすることができる。……性質上の可分債権

も、共同相続人全員の間で明示又は黙示の右合意がある場合には、不可分債権

に転化すると解することができる」（40）。これらの説に対して、松原氏によれ

ば、相続人全員の合意があれば可分債権は遺産分割の対象となるとする説が妥

当であるとする見解を述べている（41）。

　５．お わ り に

　最高裁平成28年決定は、普通預金債権、通常貯金債権、および定期貯金債

権につき、これらを可分債権として扱わずに、遺産分割の対象となりうること

を認めたものであった。最高裁昭和29年判決が可分債権は相続により当然に

相続人間に分割帰属する旨を判示して、それが審判分割の実務においては踏襲

されてきたようにいわれてきた。しかし判例の状況からすると、必ずしもその

ような取扱いにはなっていないことを、本稿において指摘してきた。すなわ

ち、株式、定額預金債権、投資信託、個人向け国債など分割可能な債権であっ

ても、これを不可分債権として取り扱った最高裁判例が存在し、可分債権とし

て扱う範囲が次第に縮小してきたからである。そうして本件決定はこれらの判

例の流れを受けて、これに普通預金債権、通常貯金債権、定期貯金債権を追加

したものと見るべきであろう。最後に、本件決定に関する若干のコメントを付

しておくことにしたい。

（39）　東京家審昭和47年11月15日家裁月報25巻９号107頁。

（40）　この見解は東京家裁家事事件研究会協議結果の多数意見である。

（41）　松原正明、前掲「遺産分割の対象となる財産の範囲と限界」川井健他編

『講座 現代家族法第５巻 遺産分割』67頁以下。
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　第１に、本件決定の趣旨はいかなる範囲に及ぶものであろうか。今後遺産分

割の対象となる財産がさらに拡大していくことになるだろうか。たとえば相続

財産のなかに売買代金支払債権が含まれているとき、これは純粋な可分債権と

して遺産分割の対象から除外するべきであろうか、それともこれも遺産分割の

対象に含めるべきであろうか。売買契約は、売主と買主との間において、売主

には売買代金支払請求権を、買主には目的物引渡請求権を与える契約であっ

て、これらは民法533条に規定する「同時履行の抗弁」によって結び付けられ

ている。こうした関係が相続開始によって代金支払請求権のみが共同相続人の

間で分裂してしまうということでよいのだろうか。双務契約から派生した二つ

の請求権はある程度一体のものとして捉えるべきではなかろうか。そうである

ならば、可分債権の範囲は本件決定よりもいっそう拡大する可能性があるとい

えよう。

　第２に、共同相続人側の事情を考えてみると、一般的には可分債権をも遺産

分割の対象とするほうが合理的である。協議分割の場合には、相続人全員の合

意の下に可分債権も遺産分割の対象に含めるとする取扱いをすることが行なわ

れている。これに対して、審判分割においては、可分債権は遺産分割の対象か

らは除外されてきたが、不動産のような財産が多いと、遺産分割は硬直化し、

現物による遺産分割が困難になる場合が生ずる。そのため不動産を売却し、金

銭に換価して、その代金を相続人の間で分配するという方法を採ることがどう

しても増加してしまう。遺産分割は個々の相続人が取得する価額が単に相続分

と合致していることをもって満足することなく、その不動産に居住することを

欲するといった使用利益まで考慮しつつ行なわれるべきものである。そうであ

るならば審判分割の対象として、多様な財産を含めて、弾力性のある遺産分割

を進めることが望ましい。

　第３に、銀行等の側で債権者としての相続人の範囲を確定することが困難な

事例が出てくる可能性がある。たとえば、戸籍上は相続人とされている者に対

して、婚姻無効確認とか親子関係無効確認の訴えが提起されている場合など
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は、銀行側としては相続人＝債権者の範囲を確定することが困難である。この

場合には供託すればよいとか、債権の準占有者への弁済の法理で解決すればよ

いということで済まされるであろうか（42）。また相続開始後にも可分債権から

利息等が生ずることがあるが、これも相続分に応じた割合で共同相続人に分割

帰属するとなれば、その計算は銀行側にとって非常に煩瑣なものとなる。

　このように考えてくると、預金債権、貯金債権、定期貯金債権について、相

続によって当然に分割帰属するものではないと判示した本件決定は、銀行側か

らの事情からしても、共同相続人側からの事情からしても、遺産分割を円滑に

進めるうえで、妥当な結論を導くために一歩前進した判例であったといえよ

う。

　〔追　記〕

　本件決定は実務に与える影響が大きいこともあって、2017年に入り各種の

法律雑記において多数の特集が編まれている。本稿においては、2017年２月

17日の福島県行政書士会福島支部の研修以降に出版された文献・論稿をとり

あげていないので、これらを取り込んだ研究を今後進めていきたいと考えてい

る。

（42）　最判平成17年９月８日民集59巻７号1931頁によると、相続開始から遺産

分割までの間に遺産である賃貸不動産から生じた賃料債権は、各共同相続人が

その相続分に応じて確定的に取得し、後にされた遺産分割の影響を受けないと

判示しているが、遺産分割の効力は相続開始時に遡るとなれば、債権者は誰に

どれだけ弁済をすればよいのかわからないことになる。


